
JASRACと利用許諾契約を締結している事業者一覧（卒業記念用およびコンクール用録音・録画物） 

 

北海道地方 東北地方 関東地方 中部地方 

近畿地方 中国地方 四国地方 九州地方 

 次の事業者は、合唱祭等の学校行事や各種コンクールでの歌唱・演奏を録音・録画した CD・DVD等を

製作し、出演者や関係者に限定して配ること（有償・無償にかかわらない）について、JASRACと利用許

諾契約を締結しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用許諾契約締結事業者】 

北海道地方（北海道） 

株式会社 アール・シー日音（EC） 

株式会社 イセミュージック（EC） 

株式会社 Ｊ－ＷＭＣ（EC） 

ジン・フォト・アート 代表 木村 輝実（EC） 

高橋 雅之（EC） 

地島写真館 映像部 代表 地島 章泰（EC） 

株式会社 ディスカバリーファーム（EC） 

株式会社 ユーシエル（EC） 

 

東北地方（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県） 

アキテッジ 株式会社（EC） 

有限会社 アート印刷（E） 

株式会社 アンセプト（EC） 

有限会社 イベントプロデュース・ヴォイス（E） 

有限会社 イメージ・クリエーション（EC） 

株式会社 岩手フジカラー（EC） 

映像社 代表 丹藤 幸雄（EC） 

株式会社 越中谷写真商会（EC） 

株式会社 オアシス（EC） 

株式会社 大風印刷（EC） 

北日本フォトＡＲＴ 代表 加藤 重広（EC） 

熊谷 聡（EC） 

株式会社 ＪＰＤ（EC） 

有限会社 庄司映像（EC） 

菅原システム 代表 菅原 久樹（EC） 

＊学校関係者等の皆さまにおかれましては、録音・録画物を製作される際は、収録される音楽著作

物が適法に録音されなければならないことに、十分ご留意いただきますようお願いいたします。 

 

https://www.isemusic-video.com/
https://www.j-wmc.com/
http://www.dvd-capa.com/
https://chishimaphoto.jp/
http://www.discoveryfirm.com/
http://www.urban-contact.co.jp/ucl/
http://kondoudaisuke.net/
https://artprt.jp/
https://ancept.co.jp/
http://www.aizu-city.net/imekuri
http://www.e410.co.jp/
https://www.andnow.jp/
http://www.okaze.co.jp/
http://jpd-inc.com/
http://www.shouzi.co.jp/


スタジオ・カナル 代表 太田 昭（EC） 

スタジオプイコ（EC） 

株式会社 スライス（EC） 

テレビネットコム 代表 牧野 駿次（EC） 

有限会社 東和ムービー（EC） 

二瓶 裕基（EC） 

畠山写真館 代表 畠山 眞（EC） 

ビデオエージェント 代表 鈴木 芳之（EC） 

有限会社 ビデオ企画リバティー 制作部（EC） 

株式会社 ファンダフル（EC） 

株式会社 ＶＰＫ（EC） 

株式会社 プロデュース・プロ（EC） 

有限会社プロフィール仙台（EC） 

有限会社 造酒写真館（EC） 

盛岡音響（EC） 

株式会社 ユアシス（EC） 

ライズ 代表 千田 美和（EC） 

有限会社 ワタナベスタジオ（EC） 

有限会社 ワールドカラー盛岡（EC） 

有限会社 ワンピース（EC） 

 

関東地方（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県） 

株式会社 アートワークス（EC） 

有限会社 アイエムシー音楽出版（EC） 

有限会社 アイブライト（EC） 

アイランドビデオサービス（EC） 

秋山写真 代表 秋山 文男（EC） 

株式会社 アクスィーズ（EC） 

有限会社 アクティブ・ライフ（EC） 

有限会社 アトリエ・デ・くっきぃず（EC） 

株式会社 アトンス（EC） 

アベール 株式会社（EC） 

株式会社 アーベント（EC） 

アルモ録音工房 代表 大村 孝男（EC） 

株式会社 アンカー（EC） 

イーデザイン 株式会社（EC） 

株式会社 イシクラ（EC） 

イメージチーム 代表 木川 良弘（EC） 

株式会社 イメージ・ジャパン（EC） 

有限会社 ヴィヴィッド（EC） 

映像企画 アマルコルド 代表 堀井 裕子（EC） 

https://www.puico.net/
http://slice-co.jp/
http://www.towa-movie.co.jp/
https://j-soundproject.com/
https://suzukico.net/
http://www.vpl.co.jp/
https://funderfull.co.jp/
https://vpk.co.jp/
http://produce-pro.co.jp/
http://www.miki-photo.com/
http://hp.yuasys.co.jp/
http://onepiece-inc.com/
https://www.kartworks.com/
https://www.imc-music.net/
http://activelife-video.com/
http://www.atonsblue.com/
http://www.abendvideo.com/
http://www.ap-anchor.jp/
http://www.ishikura.co.jp/
http://www.image-team.jp/
https://schoolmovie.jp/


映像制作ＴＶシステム 代表 野本 研太（EC） 

映像制作スタジオスカイグリーン 池上 大樹（EC） 

株式会社 エージェント（EC） 

有限会社 えび探（EC） 

合同会社 Ｅｆｆｅｃｔ（E） 

株式会社 ＦＬ Ｐｈｏｔｏ（EC） 

エルスプラン 株式会社（EC） 

株式会社 小河原企画事務所（EC） 

株式会社 オクタヴィア・レコード（EC） 

ｏｔｏｒｉｂａ 代表 久家 裕二（EC） 

合同会社 ｏｐｕｓ５５（EC） 

ｏｆｆｉｃｅ８１３ 代表 松川 伸一（EC） 

有限会社 学伸（EC） 

画像計測 株式会社（E） 

株式会社 学校写真（EC） 

奏 ｂｙ Ｙｏｕ Ｃｌａｓｓｉｃｓ （EC） 

株式会社 ＣＡＦＵＡレコード（EC） 

カベシタ写真工房 代表 壁下 尚久（EC） 

有限会社 カラーズ（EC） 

川澄 文彦（E） 

関東図書 株式会社（EC） 

株式会社 協進印刷（EC） 

株式会社 共立映像（EC） 

株式会社 キョーコロ（EC） 

株式会社 キングエイトファクトリー（EC） 

空画ピクチャーワークス 合同会社（EC） 

株式会社 究音（EC） 

ＣＵＤＡグラフィクス（E） 

蔵元 弘三（EC） 

クリフォード 株式会社（EC） 

合同会社 クレエスパス（EC） 

クロスロード・スタジオ 代表 辻 達広（EC） 

ケーズアートオフィス 代表 木原 崇（EC） 

株式会社 廣済堂（C） 

株式会社 コウジュ（EC） 

港北ふるさとテレビ局 代表 伊藤 幸晴（EC） 

Ｇｏｕｎ Ｖｉｄｅｏ Ｇｒａｐｈｉｃ 関口 栄悟（EC） 

有限会社 コジマ録音（EC） 

小山 将冬 （EC） 

株式会社 コンサート録音（EC） 

http://studio-skygreen.com/
https://agent-network.com/
http://www.ebitan.jp/
https://effect-gucchi.com/
http://www.flphoto.co.jp/
http://ersprung.jp/
http://www.octavia.co.jp/
http://otoriba.com/
http://www.opus55.jp/
file:///C:/Users/160032/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/www.aioidgt.co.jp
http://www.g-shashin.co.jp/
http://cafua.com/
http://www.kyoshin-print.co.jp/
https://www.kyocolo.co.jp/
http://www.kingeight-f.co.jp/
http://www.kuga.pw/
http://www.quon-inc.co.jp/
http://www.creford.jp/
file:///C:/Users/160032/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/www.creerespace.com
https://www.facebook.com/ksartoffice1998
http://www.kosaido.co.jp/
http://kohoku-furusato-tv.org/
http://www.c-rec.net/


坂本 隆浩（EC） 

Ｔｈｅ３６０ 合同会社（EC） 

有限会社 サン写真スタジオ（EC） 

株式会社 ＪＷＡＹ（EC） 

ＣＭ ＰＵＮＣＨ （C） 

シオンレコード 株式会社（EC） 

シャイズ企画 代表 落合 哲郎（EC） 

株式会社 写真のたなかや（EC） 

ジャパンドローンツーリズム 屋鋪 隆（EC） 

有限会社 情通クリエイト（EC） 

株式会社 情報技術（E） 

Ｊａｕｎｅ．ＧＫ 合同会社（EC） 

白谷 直史（EC） 

シンフォニクス 株式会社（C） 

スウィングゲート 巌 和哉（EC） 

合同会社 スカイパシフィック・ビデオワークス（EC） 

有限会社 スキルアップ（EC） 

株式会社スタジオ amu（EC） 

有限会社 スタジオサカタ（EC） 

Ｓtandard factory 箱崎 茂美（EC） 

株式会社 スリーアート（EC） 

有限会社 セントラルスタジオ（EC） 

タウンビデオＮ（EC） 

高井 茂樹（EC） 

Ｔ－ＳＴＹＬＥ 代表 千葉 幸太郎（EC） 

株式会社 ティーエムアール（EC） 

有限会社 テス・ビデオ・ワークス（EC） 

テロメアクリエイト 代表 高田 真人（EC） 

株式会社ＴＲ４．Ｒｅｃｏｒｄｓ（EC） 

株式会社 トリエル（EC） 

中井 晃（EC） 

永井写真事務所 代表 永井 浩行（EC） 

那珂レコーディングスタジオ 代表 佐藤 浩（EC） 

有限会社 日本アコースティックレコーズ（EC） 

日本写真・映像 株式会社（EC） 

株式会社 日本総合音楽研究（EC） 

一般社団法人 日本ビデオアルバム協会（EC） 

特定非営利活動法人 日本ビデオアルバム協会（EC） 

株式会社 ネットウイズ（EC） 

ノース・エフ 代表 北原 直弥（E） 

http://www.kuzumaki.net/
http://shys.art.coocan.jp/
http://www.photo-tanakaya.co.jp/
https://www.ictop.jp/
http://symphonics.jp/
http://www.swing-gate.jp/
http://skypacific.jp/
http://studioamu.jp/
http://centralstudio.jp/
http://townvideo-n.jp/
http://www.ate-az.com/
http://t-style.shonan-1.com/
http://www.tm-records.co.jp/
http://www.tes-group.com/
http://www.telomeregroup.com/
https://www.triel.ltd/
http://www.npbw.com/
http://www.narrecords.com/
http://www.jpv.co.jp/
http://www.on-ken.co.jp/
http://netwith.jp/
http://www.north-f.biz/


有限会社 パオラ（EC） 

越 昭三朗（EC） 

株式会社 パブット（EC） 

有限会社 パラビジョン（EC） 

有限会社 パル音楽産業（EC） 

株式会社 パルス東京（EC） 

ピクチュア株式会社（EC） 

有限会社 ＢＩＺＳＨＯＰ（EC） 

株式会社 ビデオストーン（EC） 

株式会社 ビデオソニック（EC） 

ビデオワン 代表 筒井 秀一（EC） 

合同会社 ＨＩＲＯＧＡＬ（EC） 

株式会社 フォンテック（EC） 

船山 隆行（EC） 

株式会社 プラーム横浜（EC） 

株式会社 ブレグランス（EC） 

合同会社 ＢＬＥＳＳ（EC） 

株式会社 プレストコーポレーション（EC） 

株式会社 フロンティアヴォイス（EC） 

株式会社 文京映像（EC） 

ペルソナシート 合同会社（EC） 

マイルストーン 代表 向井 康介（EC） 

マーシュプランニング 代表 小沼 洸生（EC） 

三上写真館 代表 三上 信夫（EC） 

株式会社 水の和（EC） 

有限会社 ミソノ写真館（EC） 

MITTS 三井 崇寛（EC） 

モーショングラフスタジオ 代表 藤本 譲（EC） 

モーメント・ファクトリー 代表 前田 直也（EC） 

株式会社 ユアーズレコードプロダクション（EC） 

有限会社ユニバーサル・レコーディング・ファクトリー

（EC） 

株式会社 夢スタジオ（EC） 

横浜ステ－ジプラン 株式会社（EC） 

株式会社 四間堂（EC） 

株式会社 ルミナ（EC） 

株式会社 ワイズ音楽出版（EC） 

株式会社 ワイズ・プランニング（EC） 

株式会社 ワッツアップ（EC） 

ｸﾛ-ﾊﾞ-（EC） 

 

http://www.pavut.jp/recording/
http://www.pare.co.jp/
http://www.pals-tokyo.co.jp/
https://videostone-inc.com/
http://www.videosonic.co.jp/
http://www.catv-connect.com/
http://plarm-yokohama.com/
http://www.blessllc.com/
http://www.fvo.co.jp/
http://www.dc-bunkyo.com/
http://marsh-planning.tokyo/
https://mitts.design/
http://www.yoursrecords.co.jp/
http://www.lumina.tokyo/
https://www.ysmusicpublishing.co.jp/
http://www.wise-planning.com/
http://1003photo.com/


中部地方（新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県） 

Ａｒｔ Ｖｉｓｕａｌ Ｓｕｐｐｌｙ 代表 竹松利雄（EC） 

株式会社 アド・クリーク（EC） 

アビレック 代表 鳥羽 義浩（EC） 

有限会社 アールミック（EC） 

イーウェイヴス サウンドデザイン事務所 竹田 智明

（EC） 

株式会社 ＥＭＩピクチャーズエンターテイメント（EC） 

有限会社稲垣写真館（EC） 

有限会社井上スタジオ（EC） 

株式会社 ｉｆ（EC） 

Ｅ・Ｖ・Ｓ 代表 唐沢 紀彦（EC） 

ｉｐｔ 代表 金山 敦（EC） 

株式会社 ウインバード（EC） 

浦野写真館 （EC） 

株式会社 映研（EC） 

映像戦略ラボラトリー 杉下 優（EC） 

有限会社 映像プロ（EC） 

エイムキューブ 合同会社（EC） 

ＳＪネットオフィスオオタ 太田 昌伸（E） 

株式会社 エヌ・シィ・ティ（EC） 

株式会社 エフエム雪国（EC） 

有限会社 エムツーワークス（EC） 

エルシーブイ株式会社（EC） 

株式会社 オトムラ（EC） 

音屋 本田 吉明（EC） 

Ｏｎｏｌｉｃｉｏｕｓ！ 代表 小野 敬宗（EC） 

オーバーレコード 株式会社（EC） 

株式会社 カスタム（EC） 

有限会社 勝山写真館（EC） 

Lucky Light Record（EC） 

キークリエイト 長谷川 新（EC） 

キャットハンド 代表 平澤 雅子（EC） 

教育ビデオプロ 代表 川上 数仁（EC） 

株式会社 グリップ（EC） 

株式会社 ゴイス（EC） 

コトニカメラ 代表 渡邊 諒介（EC） 

株式会社 コンドルレック（EC） 

佐久ケーブルテレビ 株式会社（E） 

株式会社 シーピーエス・アイ（EC） 

https://adclique.com/
http://avrec.info/
http://www.kamome.ne.jp/gvcs/
http://emi-pic.com/
http://www.inagaki-photo.co.jp/
http://if-co.tv/
https://ipt-inc.jp/
https://www.winbird.co.jp/
http://uranophotostudio.com/
http://eikenpro.jp/
https://www.p-movies.tv/
http://home.att.ne.jp/theta/eizopro/
http://www.aimcube.co.jp/
http://www.fm762.jp/
https://www.lcv.jp/
http://www.otomura.co.jp/
http://gujo.com/
http://custom21.com/
http://kp-photo.co.jp/
https://keycreate.net/company
http://www.office-cathand.com/
http://grip0051.com/index.html
http://www.g-gois.com/
https://condor-rec.com/
http://www.sakunet.jp/
http://cpsinc.jp/


清水 拓也（EC） 

特定非営利活動法人 吹奏楽振興ネットワーク（EC） 

株式会社 鈴木写真館（EC） 

鈴木ワークス 代表 鈴木 隆裕（EC） 

スタジオドリーム 代表 黒崎 和雄（EC） 

株式会社 スタジオ日放（EC） 

ｓｔｕｄｉｏ－ｍａｔｓｕ（EC） 

スタッフ・トム 代表 兵藤 勤（E） 

ストーリーワークス 株式会社（EC） 

有限会社 清電社（EC） 

株式会社 Ｄｙｎａｍｉｃｓ（EC） 

高岡ケーブルネットワーク 株式会社（EC） 

株式会社 中部電機（EC） 

有限会社ティー・ブイ・フォー（EC） 

有限会社 テイク（EC） 

株式会社 テレビジョンアイ（EC） 

株式会社 テレビユニオン（EC） 

東栄商工 株式会社（EC） 

トゥスリー・システム 株式会社（EC） 

有限会社 東洋ビデオ企画（EC） 

富山テレビ事業 株式会社（EC） 

株式会社 長野フジカラー（EC） 

株式会社 ナゴヤディスク（EC） 

株式会社 新川インフォメーションセンター（E） 

株式会社 日々（EC） 

株式会社 はい（EC） 

有限会社 ハイ・ポジション（EC） 

パブリックレコード 株式会社（EC） 

遠藤 蔵成 （EC） 

ビデオアートセンター 代表 東 史郎（EC） 

ＴＩＰ ＴＯＰ 代表 大橋 栄治（EC） 

有限会社 ビデオライフ（E） 

有限会社 ビデオワーク（EC） 

有限会社 ビビッド（EC） 

合資会社 ヒロミ写眞機店（EC） 

フォトグラファー 杉山 亜衣（E） 

富士メディアファーム 株式会社（EC） 

株式会社 プラーム（EC） 

株式会社 プログレッシブアートステイト（EC） 

株式会社 道洋行（E） 

http://www.p-s-s.net/
https://story-works.jp/
http://www.dynamics-07.com/
http://www.chubu-creative.com/
http://www.tv-eye.com/
http://www.touei-s.co.jp/
http://www.tv-jigyo.jp/
http://www.fujicolor-nagano.co.jp/
http://www.nagoyadisk.co.jp/
https://www2.nice-tv.jp/
https://www.nichinichi.biz/
http://hi-studio.com/
http://www.hi-position.jp/
http://www.pbr.co.jp/
http://pix-media.info/
http://videowork.jp/
http://www.obvan.tv/
http://www.fjmf.co.jp/
http://www.p-a-state.com/


Ｍｕｓｅ ｐａｒｔｙ 代表 城岸 透（EC） 

株式会社 メディック（EC） 

株式会社 モーションスタイル（EC） 

山﨑フォトス 代表 山﨑 堯（E） 

横井写真事務所 代表 横井 恭夫（EC） 

有限会社 らんカメラ（EC） 

株式会社 リバープラネット（EC） 

有限会社 レコーディングニイガタ（EC） 
 

近畿地方（三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県） 

株式会社 ＳｐＥＥＤ（EC） 

アートリンク 正木 万博（EC） 

アクロスメディアチーム（EC） 

有限会社 アナザー・ワン（EC） 

株式会社 アールミュージック（EC） 

イヴェル 株式会社（EC） 

株式会社 イージェット（EC） 

株式会社 いぬづか写真室（EC） 

Ｉｍａｇｅ Ｃｒｅａｔｏｒ 創映 前西 康彦（EC） 

株式会社 ヴァンズデコ（EC） 

有限会社 魚住プロダクション（E） 

映像工房 ビデオＦＩＸ 代表 増田 宏司（EC） 

映像制作エフェクト 代表 山迫 浩和（EC） 

株式会社 エムディケー（EC） 

有限会社 クロスメディア・コミュニケーションズ（EC） 

有限会社 黒田写真館（EC） 

株式会社 ケービーエス京都プロジェクト（EC） 

株式会社 神戸デザインクリエイティブ（EC） 

コウベレックス 代表 善沢 志麻（EC） 

株式会社 ＳＩｇＮ（EC） 

有限会社 サウンドオックス（EC） 

株式会社 サウンドスタジオＯＫＡ（EC） 

株式会社 ＳＵＲＶＩＶＥ（EC） 

有限会社 写楽（EC） 

有限会社 俊栄 Ｍｅｄｉａ事業部 ＤＥＬＴＡＴＴ（EC） 

合同会社 ＳＯＵＶＥＮＩＲ（EC） 

菅原 直哉（EC） 

株式会社 スタジオエイティー（EC） 

スタジオＭＯＶＥＤＯＯＲ 代表 諸富 稜（EC） 

株式会社 ストーンフラワー（EC） 

株式会社 タック（EC） 

http://www.museparty.jp/
http://yokoi-photo.jp/
https://rancamera.com/
http://river-planet.com/
http://speed-tv.jp/
https://www.e-jet.co.jp/
http://www.inuzuka.co.jp/
http://www.vans-deco.com/
https://v-effect.jimdo.com/
http://www.mdk-jp.com/
http://www.crossmedia-net.co.jp/
file:///C:/Users/160032/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/www.kbsprj.co.jp
http://www.koberecs.com/
http://www.soundox.net/
http://www.ssoka.co.jp/
http://www.deltatt.com/
http://www.souvenir.co.jp/
https://www.glow.photos/
https://studio-at.site/
https://movedoor.jp/
http://stoneflower.on.coocan.jp/video
http://www.tacltd.net/


合同会社 チームアキオス（EC） 

Ｔ．Ｓ．Ｆ 代表 田川 智教（EC） 

株式会社 ディレクターズ・ユニブ（EC） 

デジタル・リーディング 代表 上田 敬祐（EC） 

合資会社 テスコム（EC） 

株式会社 テレビ和歌山（C） 

トータルビジョン関西 株式会社（EC） 

株式会社 日本パルス（EC） 

野田 健治（EC） 

バルネット 代表 上仲 敏郎（EC） 

株式会社 阪神コンテンツリンク（EC） 

株式会社 PDU OFFICE（EC） 

ビジュアルプロデューススタッフ 代表 山崎 好良（E） 

Ｖｉｓｉｏｎ Ｃｏｎｎｅｃｔ 代表 岡田 泰典（EC） 

Ｖｉｄｅｏ Ｓｔｕｄｉｏ Ｂｉｇ Ｂｅａｒ上撫 隆（EC） 

株式会社 ビデオアップ（EC） 

ビデオイースト 代表 福井 孝雄（EC） 

有限会社 ビデオクラフト（EC） 

ビデオプロダクション ビュー 代表 江口 隆哉（EC） 

ＶＩＤＥＯ ＭＡＣ 代表 吉岡 美和（EC） 

株式会社 フォトアートヒロム（EC） 

株式会社 フォト オータニ（EC） 

株式会社 ＦＯＢＯＮ ＰＩＣＴＵＲＥＳ（EC） 

有限会社 ブリランテビデオプロ（EC） 

ｐｒｏｊｅｃｔ ＡＱＵＡ ＦＩＥＬＤ 水原 猛（EC） 

株式会社 プロテック（EC） 

株式会社 放送映画製作所（EC） 

株式会社 ＭＵ（EC） 

ＭＵＳＡ Ｒｅｃｏｒｄｓ 代表 西村 宙明（EC） 

Ｍｏｖｉｅｉｎｇ 代表 中村 宗徳（EC） 

株式会社 森脇ビデオ企画（EC） 

株式会社 レック（EC） 

株式会社 ワコーレコード（EC） 

 

中国地方（鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県） 

アクシオン 代表 塩見 修（EC） 

有限会社 アビスコ（EC） 

有限会社 アルカディア（EC） 

株式会社 サンレコ（EC） 

株式会社 創映（E） 

有限会社 Ｔ２クリエイト（E） 

http://www.t-s-factory.com/
http://www.directors-univ.co.jp/
http://www.digitalleading.net/
http://www.tescomsound.co.jp/studio.html
https://www.tv-wakayama.co.jp/
http://www.total-v.co.jp/
http://pals.co.jp/
http://www.barnet.jp/
http://www.soulbird.jp/
https://vpstaff.web.fc2.com/
http://www.visionconnect.info/
http://www.eonet.ne.jp/~vstudio-bigbear
http://www.videoup.co.jp/
http://www.videoeast.net/
http://www.vcr.co.jp/
http://photoart-hiromu.com/
http://www.naniwa-shukugawa.com/
http://n-film.net/
http://wake89.jp/aqua/
https://www.hosoeiga.co.jp/
http://www.movieing.net/
http://www.wako-records.com/
http://www.so-ei.net/
http://photo-iroha.com/


中嶋 春喜（E） 

有限会社 ネットワーク（EC） 

有限会社 ネットワーク（EC） 

ビデオデザイン 合同会社（EC） 

フォトランゲージ 田中 俊作（E） 

ブレーン 株式会社（EC） 

株式会社 ほいらく（EC） 

森安 啓之（EC） 

有限会社 ユニ映像（EC） 

 

四国地方（徳島県・香川県・愛媛県・高知県） 

株式会社 エクス（EC） 

株式会社 コンチネント（EC） 

株式会社 シー・キュー（EC） 

日本ユー・エス・アール 株式会社（EC） 

有限会社 富士写真館（EC） 

 

九州地方（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県） 

井上 和之（EC） 

株式会社映像ボックス（EC） 

有限会社 エム・シー・エヌ（EC） 

株式会社エムツープラン（EC） 

株式会社 ＯＢＳメディア２１（EC） 

オペラピオーネ大分（EC） 

有限会社 キュウアンドエイ（EC） 

Ｓｔｕｄｉｏ１０１５ 黒木 亮一（C） 

株式会社 ＫＣＲ（EC） 

株式会社 コメット（EC） 

サンショウ 株式会社（EC） 

椿イメージングソリューションズ 株式会社（EC） 

ＤｏＤｏＣｏ 代表 宮原 芳紀（E） 

朝永 武志（E） 

株式会社 にししなカメラ（EC） 

有限会社 ファンタジー（EC） 

福博印刷 株式会社（EC） 

有限会社 プランニングナック（E） 

株式会社フリーダム（E） 

ペンシルロケット（E） 

株式会社 ミチプロ（EC） 

株式会社 Ｍｅｄｉａ Ｊｕｎｋｅｒｓ（EC） 
 

（2022.11.1現在／地方別／50音順） 

 

http://videodesign.co.jp/
http://www.brain-music.com/
https://hoiraku.jp/
http://yunieizo.com/
http://www.ekusu.jp/
https://www.continent.jp/
http://usr.co.jp/
https://fuji-ps.jimdofree.com/
http://www.eizoubox.co.jp/
http://www.oct-net.ne.jp/~mcn/
http://www.m2plan.co.jp/
http://www.obsmedia21.com/
https://operapione.com/
http://qaco.jp/
http://studio1015.jp/
http://www.ktscr.co.jp/
http://www.sansyo.co.jp/
http://tsubakiimaging.jp/
http://にししなカメラ.com/
https://www.ding.co.jp/
http://www.planning-nac.com/
https://www.freedom07.co.jp/
http://www.michi-pro.co.jp/


（E） ：教育機関の委託を受けて、卒業式その他の学校行事の記念品として、もっぱら在校生に頒布することを目的に

製作する録音・録画物に録音利用することについて、利用許諾契約を締結している事業者 

（C） ：コンクールその他の催し物の主催者から許可を受けて、コンクール等における歌唱・演奏を収録し、もっぱら出

演者又は関係者に頒布することを目的に製作する録音・録画物に録音利用することについて、利用許諾契約を締

結している事業者 

（EC）：上記（E）、（C）ともに利用許諾契約を締結している事業者 

※掲載地方以外で事業を展開（例えば全国展開）している事業者もあります。 

※一覧には公表に同意をいただいていない事業者は含まれておりません。 

↑ページ先頭へ 

 


